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2 月 17 日、11 基の原発再稼働禁止を求
めた本訴の第 5 回目の口頭弁論が大津地方
裁判所一号法廷で行われました。
原告は、前回の裁判所の要請に基づき、
新規制基準について、基準として欠如して
いるもの、基準には含まれているが不十分
なものを整理した準備書面６を提出。法廷
では藤木弁護士がパワーポイントを使いな
がら、新規制基準は避難計画が含まれてい
ない等国際的にみると極めて時代遅れの基
準であることや耐震設計の基礎となる基準地震動が過小となるなど原発事故とそれによる放射能
被害を防止することを何ら保証しないものであることを論証しました。
一方、関西電力側は、準備書面５を提出。この中では津波に対する安全性について主張してい
ますが、裁判所の質問に対しても十分答えられない状況で改めて整理することになりました。
裁判所は、被告に対して原告がこの間主張してきた地震の問題や新規制基準に関する本日の主
張に対して反論を促すとともに、規制基準について新旧の入り組んだ関係を整理するよう求めま
した。これについて被告は、地震については反論を準備していること、新規制基準の問題につい
ては、これだけを取り上げた反論はしないとしながらも裁判所の要求事項は検討すると回答。
口頭弁論終了後、滋賀弁護士会館で報告集会、記者会見を行った後、
「支える会」役員会を開催
し、当面の取り組みについて確認しました。
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準備書面６により藤木弁護士が主張した内容は以下のとおりです。

第１ 総論
１ はじめに
現在、新規制基準によって、原発の再稼働が審査されており、今般、高浜第３・４号機が新規
制基準に適合したとされています。しかしながら、新規制基準は、極めて不十分な基準であり、
原発の安全性を何ら保証するものではありません。私たちは、
「人格権の侵害を許容する基準」で
あると考えています。
新規制基準に関しては、
「安全だとは私は言わない」という原子力規制委員会委員長の発言にも
あるように、原子力規制委員会は、繰り返し、
「新規制基準に適合することは、安全を意味するも
のではない」旨述べていることは、既に公知の事実となっています。

２ 世界的に見ても低い水準
実際、多くの、学者が指摘しているところですが、新規制基準は、極めて不十分であり、世界
的に見ても低い水準です。地震学の権威である石橋克彦神戸大学名誉教授の言葉を借りれば、
「人
格権の侵害を許容する規制基準」です。
その理由は、一言で言えば、国際的な常識とも言える「深層防護」が極めて不十分であるとい
うことです。
今回の準備書面では、新規制基準が、国際的な常識に悖る、不十分な基準であることを明らか
にすることを目的としています。

３ 「深層防護」の考え方について
まず、国際的な常識とされる「深層防護」とは、原子力施設の事故防止と事故の影響緩和の
ための「安全対策の多段階設定」という考え方です。ここで、極めて重要なのは、各階層が、
前後の階層に期待せずに最善の対策を尽くすことです（すなわち、どこかの階層で何とかして
くれるという発想ではないということです）
。
深層防護に関しては、５層あると言われており、代表的な IAEA のものを紹介すると、次ペー
ジの表のようになっています。

４ ５層の防護の考え方
・第３層までが重大（過酷）事故の防止
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・第４層・５層は重大事故が起きてしまった時の影響緩和となっています。
・国際的な常識では、５層の防護を徹底するというものです。

５ 日本の場合（福島第一原発事故前）
それでは、日本の場合はどのようになっているでしょうか？まず、福島第一原発事故前は、
安全規制は、第３層までしか考えられておらず、第４層（シビアアクシデント対策）は、事業
者の自主的な取組とされており、実質的に何も行われていませんでした。
これは、シビアアクシデントなど起きないという「安全神話」に基づくものでした。シビア
アクシデントなど起きないので、第５層（避難計画の問題）の発想すら全くありませんでした。

６ 日本の場合（事故後）新規制基準では
ところが、福島第一原発事故は、シビアアクシデントが実際に起きること、従前の安全規制
の根本的な誤りを明らかにしました。
新規制基準では、第４層のシビアアクシデント対策が一応義務化されました。一方、第５層
は放棄されたままとなっています。

７ 「深層防護」の体を為していない
新規制基準における「深層防護」は不十分であり、「深層防護」の体を為していないと言わ
れています。
① これは、第１に、特に耐震安全性に関して、根底となる、第１層が不十分という点です。
この点は、地震学の権威である石橋克彦氏の指摘にもあり、既に準備書面２及び４で説明し
たところですが、基準地震動が本質的に過小評価となるような基準となっているということ
です。設備・機器の耐震性の低さを通じて、第２層第３層の脆弱化をもたらす結果となって
います。
② また、新規制基準で義務化された第４層のシビアアクシデント対策が非常に不十分という
ことです。後で述べますが、後付けの付け焼き刃という他ありません。
③ 最終的に住民の生命・健康を守るためには、第５層が絶対的に重要ですが、新規制基準は、
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はじめからこの部分（第５層避難計画の問題）を放棄しているという点です。
④ さらに、立地審査指針の改訂や組入がない（新規制基準では、立地審査指針の適合性が判
断されていない）という点です。
まさに、人格権の侵害を許容する基準としか言いようがありません。

８ 国際的な基準との乖離～極めて時代遅れな基準
新規制基準は、国際的な基準との乖離が著しい、極めて時代遅れな基準です。これは、国際的
な常識とも言うべき、避難計画の問題（第５層目の防護）が審査されていないこと、国際的な常
識に反して、可搬式設備による人的な対応を基本とした過酷事故対策となっていること等がその
理由です。

第２ 基準として欠如しているもの
準備書面では、新規制基準にあるべきなのに欠けている点、新規制基準にあるが不十分な点に
整理して、まとめています。
まず、基準として欠けている点について、右
に示すとおり①から⑤に掲げています。以下で
は、主に①③を中心に説明します。

１ 立地審査指針の見直し組入がないこと
～福島事故で既存原発は立地審査指針に適合
しないことが明らかになった～
新規制基準では、立地審査指針の見直し・組入がなされていません。立地審査指針は、万が一
の事故が発生した場合に、周辺公衆の放射線被害を防止する基準であり、原発審査の最も根本的
かつ重要な基準とされていました。既存の原発は、いずれも「立地審査指針」に適合するものと
して設置許可を受けています。

ところが、福島第一原発事故により、致命的な欠陥が明らかになりました。福島第一原発事故
により、実際に過酷事故が生じた場合、既存の原発が、立地審査指針に適合しないことが明らか
になったのです。
にもかかわらず、どうして立地審査指針に適合するものとされていたのでしょうか？これは、
元原子力安全委員会斑目委員長が述べている通り、
「敷地周辺には被害を及ぼさないという結果に
なるように考えられたのが仮想事故」というように「仮想事故」を過小評価したからに他なりま
せん。
「重大事故」や「仮想事故」について、福島第一原発事故で実際に発生した格納容器損傷事故
は想定されていませんでした。しかも、事故の進展過程において、都合よく安全防護施設が働く
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仮定を指針上定めていたのです。
立地審査指針に適合するように、仮想事故を過小評価した結果、放射能は敷地内に止まると評
価され、既存の原発は設置許可を受けてきたのです。このような「安全神話」に基づく評価は、
福島第一原発によって、根本的な誤りが明らかになりました。
適切に立地審査を行えば、周辺公衆の住民に放射線被害を与えること、すなわち、既存原発が
立地不適合になることが明らかになりました。
周辺公衆の安全を守るためには、少なくとも福島第一原発事故と同様の事故及び放射能の広が
りを想定して立地審査指針を見直し組み入れるべきでしたが、今回、新規制基準では、立地審査
指針は見直し・組入がなされませんでした（再稼働の審査にあたって立地審査指針の適合性は判
断されていません）
。
何故でしょうか？これは、福島第一原発事故の実情を踏まえて立地審査指針を作ると、既存の
原発がことごとく立地不適合となることが分かってしまったからです。立地審査指針に適合する
ことが、原発設置の大前提ですが、大前提がなくなり、既存の原発は設置の正当性を失っていま
す。立地審査指針を欠いている以上、新規制基準は、周辺公衆の放射能被害を防止することを何
ら保証するものではありません。万が一の事故が発生した場合であっても大丈夫であることを前
提に、原発を許容した住民にとって、大前提を反故にして、被曝の受容を強いるものと言わざる
を得ません。

２ 避難計画（５層の防護）の欠如
最終的に住民の生命・健康を守るためには、避難計画（第５層）が絶対的に重要です。立地審
査指針の適合性が判断されない以上、正に最後の砦というものです。５層目の防護規定は国際常
識というべきものです。ところが、新規制基準では、５層目の防護（避難計画）の審査が欠如し
ています。
国会答弁において示されている通り、再稼働と防災計画（避難計画）は無関係というのが、政
府の公式見解です。新規制基準は、原発についてのもので、防災計画は別の話であり、防災計画
があってもなくても原発は順次再稼働されることとされています。
先程、避難計画（５層目の防護）は国際常識と言いましたが、防災計画（避難計画）について
は、IAEA の指針でも米国の基準等でも必要不可欠なものとされています。例えば、IAEA の基準に
よれば、
「プラント建設前に、第５層の防護として、事故時の放射線物質による放射能の影響を緩
和する緊急時計画を定め、実行可能であることが確認されなければならない」とされており、具
体的な要件が規定されています。従って、新規制基準は、国際常識となった第５層の防護考え方
に反し、IAEA の基準に反するものとなっています。
米国においても、緊急時計画基準というものがあり、十分な防護措置が採られうる保証がある
と、NRC（米国の原子力規制委員会）が判断しなければ、建設・運転許可がなされないことになっ
ています。NRC の定める基準に適合しなければ、原発は建設・運転できない仕組みとなっていま
す。
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日本の新規制基準が、如何に、国際常識に反する基準かお分かり頂けるかと思います。
避難計画の問題（第５層の防護）に関して、原子力規制委員会も、国際的な常識に基づき、当
初は、
「車の両輪」ということで、再稼働にあたって実効性ある避難計画の策定が必要不可欠であ
るという認識を示していました。ところが、新規制基準では、第５層の防護（避難計画）がなく、
避難計画の実効性の審査がなされないまま、再稼働の審査が為されるに至っています。
日本の法体系上、避難計画の実効性を審査する仕組みはないというのが、現状なのです。
新規制基準は、「車の両輪」として再稼働の必須条件を欠いており、国際的な常識にも反して
います。避難計画を置き去りにしたまま原発の再稼働を目指すというのが、新規制基準の帰結と
なっています。国際常識に反する人格権の侵害を許容する基準と言うほか有りません。
新規制基準に関しては、その他にも、福島第一原発事故で深刻化している汚染水問題対策につ
いて触れられていないという点、強制移転半径１７０キロ以遠という最悪のシナリオの原因とな
った、使用済み核燃料プールを「閉じ込める」という発想がないという重大な欠陥もあります。
使用済み核燃料プールの問題は既に準備書面で説明したところですが、汚染水対策の問題につい
ては、後で説明します。

第３ 基準に入っているが不十分なもの
次に基準に入っているが、不十分なものについて説明します。
不十分なものとしては、多岐にわたっ
ていますが、主な問題としては、右に示
す通り①から④の問題が挙げられます。
基準地震動の過小評価の問題、単一故
障指針が見直されていない問題、外部電
源に関する基準が強化されていないとい
う問題、さらには、肝心な過酷事故対策
があまりに貧弱だという問題です。この内、ここでは、基準地震動の問題について簡単に触れて、
主として、４番目の過酷事故対策が不十分な点について説明します。

１ 基準地震動の問題
基準地震動の過小評価の問題に関しては、既に訴状や準備書面で詳しく述べてきたところです
ので、重複を避けますが、要は、５年８ヶ月の間に述べ６箇所の原発において基準地震動を超え
る最大加速度が計測され、基準地震動の策定方法に根本的な欠陥があるにもかかわらず、改めら
れていないという点です。大飯原発では８５６ガル、高浜原発に至ってはわずか７００ガルとい
う、あまりに楽観的な基準地震動となっています。

２ 過酷事故対策について
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(1) 福島事故以前は実質的に何も行われていない
次に過酷事故対策についてですが、先程も述べた通り、福島第一原発前には、放射性物質が外
部に多量に放出されることは絶対にないという「安全神話」の下、過酷事故対策は、事業者の自
主的な取組とされ、実質的には何も行われて来ませんでした。
ところが、福島第一原発事故により、
「安全神話」が崩壊し、
「止められない、冷やせない、閉
じ込められない」ことが明らかになりました。

(2) 福島事故後も根本的な見直しは行われていない
福島第一原発事故では、設備の不備などが明らかになりましたので、設計面での根本的な改善
に取り組むことが必要不可欠でしたが、設計の不備など設計面を根本的に見直すことはなく、今
ある原発に付け焼き刃的に過酷事故対策を施すことでパスできる程度のものとなっています。
ここでは詳しく述べる暇がありませんが、
「重大事故」が「設計基準事故」でないなら、
「重大
事故」は安全設計上想定しなくてもよい。ただし、
「対処するための機能」はなくてはならないと
いう条文の構造になっています。これは、設計で考慮しなくても、後付けで安全装置を設置すれ
ばよいという構造の基準となっていることを意味しています。
新規制基準は、設計（恒設設備）ではなく、後付けの安全装置（可搬式設備を基本）とする発
想に立っていますが、このような発想に立つ新規制基準は、国際的な基準から乖離しており、実
効性を欠いたものとなっています。

(3) 付け焼き刃対策の実例
「重大事故」への対応の実態をいくつか紹介し、如何に日本の過酷事故対策が、付け焼き刃的
な後付けの装置に依存する不十分なものかを明らかにしたいと思います。
法文上は、規則に対して、同規則をどのように解釈するのかという「解釈」という構造になっ
ています。規則ではもっともらしいことが規定されていますが、
「解釈」を見ればその実態が付け
焼き刃的で実効性を欠くものになっています。
①例えば、規則６１条によれば、
「発電用原子炉を冷却するために必要な設備を施設」とあり
ますが、解釈によれば、
「可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）か人力に
頼る「現場操作」を行うための設備の整備」に過ぎません。
②規則６４条では、「原子炉格納容器の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を施設」
とありますが、実際に要求されていることは、「格納容器スプレイ代替注水設備を配備すること」
だけです。
③６５条では、フィルターベントの設置を要求するものですが、従来の「閉じ込める」という
発想ではなく、外部に排出するというものであり、キセノン等の放射性物質がそのまま排出され
るので、避難計画等の整備が必要不可欠となるはずです。
④規則６６条では、炉心の著しい損傷の場合の、炉心を冷却するために必要な設備を施設とあ
りますが、実際は、ポンプ車及び耐圧ホース等の後付けの設備があればよいというものに過ぎま
せん。
⑤格納容器の破損の場合の「放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備」に至っては、
「原
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子炉建屋への放水できる設備」を配備することに過ぎません。福島第一原発事故の際の高圧放水
車からの水掛ができれば良いという有様です。
これで、放射能物質の拡散を防止できると言うのは、滑稽という他ありません。

(4) 過酷事故対策に関する新基準の特徴は、
①設備等設計面を根本的に見直すことはしない（本体の改良はない）
②可搬式設備による人的対応を基本としている点
③「受動的安全性」（電源や動力がなくても何もしないでも長期にわたって冷却できるように
しようというもの）に全く触れていない点
④要は、あまり時間とコストをかけない改修でパスできるようにしていると言う点です。

(5) 人的対応の脆弱性
新規制基準は、可搬式設備による人的対応を基本としていますが、このような過酷事故対策で
は、緊急事態下では機能しないことが危惧されます。現に、国際的な基準である EUR の基準では、
可搬式設備による人的対応の有効性への期待を明確に禁止しています。
EUR の基準では、
事故発生後の可搬式設備による人的対応の有効性を具体的に禁止しています。
これは、緊急事態下では、マニュアルが有効に機能し得ないことは経験則上明らかであるからで
す。言うまでもなく、原発を保有する多くの諸外国と異なり、日本は地震大国であり、地震の巣
の上に原発が立地されています。日本では、地震を前提とした対応が極めて重要なことは論を待
たないでしょう。ところが、可搬式設備による人的対応は、地震の場合にこそ、致命的な欠陥を
露呈するものです。何故ならば、地震は、瞬時に広範囲に影響を与え、多くの併発事象（山崩れ
や道路や通路の損傷等）をもたらします。状況把握を混乱させる、職員に怪我や恐怖感を与え、
精神的なストレスも重なります。所外からの支援もなく、孤立無援に陥る可能性もあります。
従って、巨大地震が発生した場合、過酷事故対策のマニュアルが使えなくなってしまう可能性
が高い、即ち、可搬式設備による人的対応は全く期待できない状況となります。日本の基準が楽
観的机上論と評されている所以です。地震大国日本において、可搬式設備による人的対応を基本
とした新規制基準は、致命的な欠陥があると言わざるを得ません。

第４ まとめ
以上のように、新規制基準は、深刻な欠陥が放置されたままであり、周辺公衆や住民の放射能
被害を防止することを何ら保証する基準となっていません。再稼働に必要不可欠である、避難計
画の問題も放置されており、人格権の侵害を許容する極めて不合理な基準としか評価しようがあ
りません。
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法廷内でのやりとり
法廷内では次のようなやりとりが行われました。
裁判長

被告は本日の原告主張に対して反

む津波も完全に止められるのか？

論できるか。
関電代理人

関電代理人 （十分な回答ができず）整理し
これだけを取り上げて反論す

て改めて回答する。

ることは考えていないが、主張のなかでふれ

井戸弁護団長

ることを考えている。地震については、反論

めてきたが、このうち、実質的に稼働させる

を準備中だ。

のは高浜３、４号機と大飯３、４号機だけか

裁判長

と思っていたら、高浜１、２をはじめ老朽原

旧基準と新基準とが複雑に入り組

11 基の原発再稼働禁止を求

んでいる。被告はこれを整理してほしい。

発を再稼働させるという方向が明らかになっ

関電代理人

裁判所の疑問については検討

てきた。したがって、今後の原告の予定とし

したい。次回までにということではなく検討

ては、老朽原発の危険性について主張してい

する。

きたいと考えている。

裁判長 被告準備書面中の津波による水位は

今後の期日 次回 4 月 28 日(火)10:00～、

どのように考えるのか。防潮堤により回り込

次々回 7 月 14 日（火）11:00～

報告集会・記者会見の主な内容
報告集会および記者会見での主な質疑応答の内容および参加者の感想は以下のとおりです。

Q1.裁判長の新旧基準に関する質問はどういう
意味か。
A. 立地審査指針については、国の官僚の説
明でも廃止したことになっている。同じ
ような基準に安全評価指針があり、これ
も新基準ではなくなったのかと思ってい
たら引用されている箇所もあり、我々も
整理し切れていない。関電がどのような
整理をしてくるのか注目したい。

めの基準と言える。

Q2.過酷事故対策は物々しい条文と実態とがか
け離れている。ペテン的手法ではないのか。

Q3.裁判長の訴訟指揮の仕方や今日の質問か

A. この基準は既存原発にも適用される、い

ら裁判長の思惑や今後の展開が期待できるの

わゆるバックフィットの問題がある。既

か。

存原発が動かせなくなるのを回避するた

A. 仮処分決定のことがあるから、裁判長に
9

過度な期待はもてない。

れだけまともに取り組んだか疑問だ。正

ただ、裁判長としては、両方に十分勝負

式決定そのものは、今取り組んでいる訴

してほしいと思っているのはまちがいな

訟の課題を無視したものだ。大津地裁は、

い。新規制基準の問題について、被告に

こんな状況で規制委員会が許可するとは

反論を促した。それにより、地震の平均

到底考えられないと言った。こうした裁

像問題については次回に反論予定が明ら

判所のメッセージも無視している。

かになった。被告がどれだけ反論する力

再稼働は夏から秋口とにらんでおり、

があるか裁判長は注視している。

第 2 次仮処分の決定を勝ち取る時間的余

Q4.核兵器廃絶という主張をしたらどうか。

裕はある。

A.関連した主張もしているが、あくまで原発

意見１

再稼働反対が主要課題だ。

本日の主張は納得できる説明だった。

Q5.原告側の今後の予定についての補足を。

規制委員会は自分たちの頭でこのような問

A． 早期判決を求めるという基本方針はかわ

題を考えないのだろうか。

らないが、本日、老朽化原発はペイでき

意見２

ないと思っていたが、再稼働の動きとな

こちらの主張はわかりやすかった。

っているので、法廷で述べたように別途

防潮堤の高さの議論があったが、防潮堤は

主張したい。あとは関電の対応に応じて

エネルギーを吸収するのが目的だ。津波のエ

反論したい。

ネルギーは、流速と流量によっている。単な

また、１月 30 日に申し立てた第 2 次仮

る高さの問題ではない。関電側代理人は高校

処分については、再稼働の時期が夏から

物理の基本が理解されていない。

秋という見通しでありそれまでに決定を

意見３

勝ち取りたい。

原子力防災の県民向けパンフレットが長浜、

Q6.高浜審査書正式決定をうけてどのように戦

高島で配られているがそれ以外ではもらえな

うか。

いという。県民の安全に対する県の対応が不

A. 3600 のパブコメがあった。その回答にど

十分だ。

関西電力高浜原子力発電所の再稼働に向
けた動きが強まる中で、1 月 30 日、滋賀県
民 29 人が（代理人弁護士 32 名）再稼働禁
止を求めて大津地方裁判所に仮処分の申し
立てを行いました。
大津地裁は、昨年 11 月 27 日、高浜３、
４号機、大飯３、４号機再稼働禁止を求め
た申し立てを却下しています。却下の理由
は、合理的な避難計画が定められていない
10

等のなかで、原子力規制委員会が再稼働を

い状況や周辺自治体において有効な避難計

容認するとは到底考えられない、すなわち、
申し立ての緊急性がない、とういうもので

画がたてられていない現状を踏まえた常識
的な判断であったとも言えます。

あり、申し立ての中身の判断を行っていま

いずれにしても原子力規制委員会が再稼

せん。ところが、それから 1 月もたたない

働を容認した以上、緊急性がないという理

12 月 17 日、原子力規制委員会は、高浜３、
４号機の審査書案をとりまとめ、12 月 18

由は成り立ちません。今年の秋口とも見ら
れている再稼働時期までにストップをかけ

日から 1 月 17 日までの間、パブリックコメ

るため早期の決定を求めていきます。

ントを行うなど再稼働を推進する役割を果
たしています。
11 月 27 日の大津地裁の却下決定は不当

裁判所への申し立て手続き終了後、申立

なものであり、却下の理由のなかで、原子

人を中心とする参加者に弁護団長から説明

力規制委員会が再稼働を容認するとは到底

するとともに、記者会見を行いました。記

考えられないと言いきったのは、情勢を正
確に把握できていない判断ミス、あるいは

者からは、申立人を滋賀県内に限定した理
由や、福井の仮処分が認められた場合の取

中身の判断を避けるため、緊急性がないと
して却下したという見方もあります。しか

り扱いをどうするかといった質問がありま

し、一方で、基準地震動を超える地震によ
り過酷事故に至る恐れについて指摘した私

した。また、福井県の訴訟団からのあいさ
つもありました。

たちの主張について関西電力が反論できな

井戸弁護団長の申立人に対する説明
仮処分は簡易に、迅速に判断するものであり、本訴判決が確定するまでの暫定措置です。
申立てが認められれば、本訴判決は控訴されると判決の効力が留保されるのと違って直ちに
効力が発生します。仮処分は、簡易な手続です（相手方の言分を聞かないで決定を出すこと
もあります。
）から、裁判所が間違えて申立てを認めることがあります。裁判所が間違えた場
合（仮処分は認められたが、本訴で敗訴した場合）は、間違った仮処分決定によって相手方
が受けた損害が回復されなければなりません。その場合、相手方は、申立人に対し、損害賠
償の裁判を起こしてくることになります。本件の場合、仮処分で勝ち、本訴で負けたとして
電力会社の損害額を計算すると、高浜で 1 日 6 億円、大飯で 8 億円といわれており、その金
額を請求されれば、申立人は、全員破産するしかありません。
仮処分裁判所が相手方の言分を聞かないで認容決定をし、後日本訴で敗訴した場合、損害
賠償請求が認められることはよくあります。しかし、原発仮処分のように、裁判所が双方の
言い分を十分聞いたうえで認容決定をした場合には、申立人の言分に仮処分裁判所を納得さ
せるだけの理由があったことになります。また、現実に福島事故が発生したのであり、運転
の差止めを命じた福井地裁の判決があります。そうすると、仮に後日、本訴で負けて、電力
会社から損害賠償請求訴訟が起こされても、仮処分申立て自体が違法であったとして損害賠
償請求が認められる可能性は低いと考えられます。裁判所が違法性を認定する可能性が理屈
の上ではゼロではないため、申立人を募集する文章ではきびしい表現となりました。
認容決定のときに裁判所が担保をつませるかどうかという問題があります。仮処分の担保
は、仮処分が間違えていた場合に相手方が受ける損害を担保するのが目的ですから、積ませ
るとなると莫大な金額になります。我々は無担保で決定を出すように裁判所に求めますが、
裁判所がどう判断するかは判りません。
万一仮処分申立ての違法性が問われるような事態になれば弁護団は全力をあげて闘うこと
をお約束します。
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原子力規制委員会は 2 月 12 日、高浜３、

① 事故が想定内におさまるとするのは

４号機について、昨年 12 月 18 日から 1 月

おかしい。

17 日まで行われたパブリックコメントを反

② 規制 委員会が 避難計画を審 査す べ
き。

映させたとして審査書を正式決定しました。
パブリックコメントには約 3600 の意見が提

③ 複数機の同時原発事故について検証

出されています。しかし、枝葉末節の微修正

されていない。

はされていますが、結論部分にはなんら修正

支える会役員会で異議申し立てを

はありません。とくに、以下の重要な意見に

2 月 17 日の口頭弁論報告集会終了後の役員

対しては応えるものとなっていません。また、

会で議論し、行政不服審査法の異議申し立て

口頭弁論で多くの問題を明らかにした新規制
基準に合格しても決して安全を保証するもの

を規制委員会に対して行うことを決定しまし

ではないことは明らかです。

た。

今後の日程
3月

8 日（日） 10:00～びわこ集会（膳所公園、生涯学習センター）
※支える会も壁新聞を作成、掲示し、入会の訴えをする予定です。

4 月 20 日(月)14:00～ 第 2 次仮処分申請第 1 回審尋
※申立人しか法廷内に入れません。

4 月 28 日(火)10:00～ 本訴第 6 回口頭弁論（関電が地震問題で反論）
11:00～報告集会・記者会見（滋賀弁護士会館）
7 月 14 日(火)11:00～ 本訴第 7 回口頭弁論
支える会の状況

① 会員数と総会以降の増減は右の
とおりです。引き続き会員拡大
にご協力をお願いします。
② 会費納入も１割強という段階で
す。この点についてもご協力を
お願いします。

総会以降
減
増
会員数
368
17
2
（内 登録件数※）
341
メール送付会員
125
34
0
郵送会員
204
0
16
宛先不明・ニュース不要
13
2015年度会費納入
39
－
－
※同一世帯で加入されている場合は、1世帯で1件とカウン
トしています。
項 目

12

現在

